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新年、あけましてお
めでとうございます。
町民の皆さまには、
希望に満ちた輝かしい
新春を迎えられました
ことを心からお慶び申
し上げます。
寿都町長 片岡春雄
日本の景気は上昇傾
向にあるといわれ、国
内経済の見通しもプラスで推移すると予測され
ておりますが、地方ではまだまだその実感は乏
しく、とりわけ昨年の本町漁業生産では、一部
魚種の好漁により水揚げ全体では目標を上回っ
たものの、主力であるホッケ漁の不振やホタテ
貝の減産など、町内経済は依然として厳しい状
況にあります。
このような中、昨年、生産所得の向上、雇用
の確保と交流人口の増加を目指し、歌棄町有戸
に「そば処鰊御殿」、ニセコ町に「寿都アンテ
ナショップ神楽」をオープンしました。寿都町
の知名度向上と観光客の誘客を図るためのプ
ラットホームとしての役割を担うとともに、本
町の魅力ある地域資源の「食」のブランド力を
高め、行政と民間が一体となった外貨獲得など
の取り組みを加速させて参ります。
また、産業の振興や町民皆さまの健康づくり
はもとより、地域で活躍する人材の確保と育成
も急務であり、本町の貴重な自主財源を生む風
力発電事業や、地域経済の活性化にもつながる
ふるさと応援寄附金事業の継続実施により、各
種施策を展開して参ります。
平成３０年は、寿都町の開基３５０年目に当
たる節目の年です。本町の更なる飛躍に向けて、
「みんなでつくろう寿の都」のスローガンのも
と、住み良いまちづくりを目指して参りますの
で、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

新年、あけましてお
めでとうございます。
町民の皆さまには、
平成３０年の新春を健
やかにお迎えのことと
心からお慶び申し上げ
ます。
昨年を振り返ります 寿都町議会議長 小西正尚
と、スポーツでは稀勢
の里関の１９年ぶりとなる日本人横綱の誕生や、
桐生選手が１００メートル走で公式で初の９秒台
を記録し、文化では、福岡県の「沖ノ島」が世界
文化遺産に認定され、将棋では藤井４段が公式戦
史上最多の２９連勝を記録するなど、多くの勇気
と感動を貰いました。
一方では、一昨年に続き台風などの自然災害に
より甚大な被害が発生し、本町でも道路の冠水等
により、国道・道道が通行止めとなりました。
また、東京都議選や衆議院議員の解散総選挙、
北朝鮮のＩＣＢＭにより初めて本格的にＪアラー
トが活用されるなど、大きな動きがあった年であ
りました。
そんな中、本町では、
「そば処鰊御殿」の開業や
ニセコ地区での「寿都アンテナショップ神楽」の
オープン等、地域資源を活かしたまちづくり、地域
産業の振興や雇用の創出としてさまざまな施策を講
じ、活力あるまちづくりを目指しているところです。
我々町議会としましても、町行政と協力しなが
ら、一丸となって町の発展のため、さまざまな課
題に真摯に取り組んで参ります。
本年も、町民の皆さまにとって実りある１年とな
りますことをお祈り申し上げるとともに、町議会も
また地域の思いを実現できるよう、さまざまな場面
で町民の皆さまからご意見をお聞かせいただき、新
たな気持ちで、まちづくりの施策を講じて参ります
ので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます
平成30
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新しい防災マップを各家庭に配布します
もしもの災害に備えて
前回の発行から５年が経過し、津波の想定や情勢の変化を反映し、
新たな情報を掲載した防災マップを発行しました。指定避難所、指定
緊急避難場所、想定津波の最大浸水範囲、朱太川の氾濫想定域と浸水
域などを掲載しているほか、防災への心がけや原子力災害を含めた各
種災害への注意点なども掲載しています。

津波浸水予測図の概要
東日本大震災では「想定外」という言葉がよく用いられましたが、
今回、国から新たに公表された津波浸水想定の考え方は「概ね数百年
から千年に一度程度で発生し、影響が甚大な最大クラスの津波」であ
り、今後発生する可能性のある最大クラスの津波において「想定外」が
起こらないよう予測をしたものを防災マップに図解しています。

まずは防災意識の向上を
地震・津波・洪水・土砂崩れといった自然災害はいつ
起こるかわかりません。
まずは、お配りした防災マップを各家庭でご覧いただ
き、避難所等や避難経路、非常持出品などを確認し、普
段から防災意識を持つことが大切です。
また、防災マップを日頃から目につく場所に保管し、
非常時にすぐ確認できるようにしてください。

災害時にとるべき行動などについて事前
に防災マップで確認をしましょう

災害が発生したら…
テレビやインターネット、防災行政無線から正しい情報を入手し、状況
把握に努めてください。避難勧告・避難指示（緊急）が発令された場合
は、ご近所に声をかけるなど協力し合いながら、最寄りの避難所等へ速や
かに避難しましょう。また、津波警報などが発令され、時間に余裕がない
場合は、近くの裏山などのできる限り高い場所へ避難しましょう。

避難訓練について
町では地域防災計画や津波避難計画などの各種計画を改定するとと
もに、新たな防災マップを活用した防災訓練や防災教室も計画的に実
施する予定です。
実際の災害を想定した避難行動訓練や、地図を使った図上訓練を地域
の皆さまと一緒に行っていきますので、ぜひ、ご参加ください。
【企画課企画係 ６２－２６０８】
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住民説明会を開催 しました
町では、１１月１３日から１２月１日までの期間、各地区で今後の町づくりについて町民の皆さまと相互に
理解を深めることを目的とした住民説明会を開催しました。
主な内容は次のとおりです。

ニセコバス路線数の縮小について
ニセコバスでは、平成２９年１２月１日の冬ダイヤ改正
にあわせ、寿都ターミナルを発着する長万部線、黒松内
線、島牧線２路線（原歌行・栄浜行）の計４路線は日曜祝日
を運休、港町線については廃止の方針を打ち出しました。
このたびの運休や路線の廃止は、昨今の乗務員不足の影
響が大きく、現行の運行内容の持続が困難なことから、沿
線自治体とも協議の結果、やむを得ないとの結論にいたり
ました。
町では、町民にとっての「生活交通」を確保するため
に、現在運行している町の患者輸送バスやスクールバスを
活用していただき、路線数縮小を補完するよう努めてまい
りますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

防災に関する施策（防災マップ）について
現在、活用いただいている防災マップは平成２３年１２月に配布したもので、前回の発行から５年が経過し
たことによる避難所や土砂災害危険区域などの追加と、北海道が平成２９年２月に新たな日本海沿岸の津波想
定区域を公表したことに伴い、新たな防災マップを作成します。
今回発行する防災マップには、今後発生する可能性のある最も高い津波を想定し、浸水域を地区ごとに図解
しているほか、防災の心がけや災害時の注意事項なども掲載しています。
防災マップの発行に伴い、今後、町では地域防災計画や津波避難計画など各種計画の改定、町民参加型の防
災訓練や防災教室の開催などの「ソフト対策」と、避難施設や避難道路などの整備の「ハード対策」について
検討してまいります。
なお、災害発生時には行政の対応にも限界があることから、町民の皆さまには日頃から防災意識を高めてい
ただくと共に、地域が一体となった「自助、共助、公助の仕組みづくり」を取り進めてまいりたいと考えてい
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険制度改正について
平成３０年４月から、各市町村単位で運営していた国民健康保険は財政運営を安定させるため、運営主体が
より大きな単位となる「北海道」に変わります。
制度改正に伴い、町では北海道から示される標準税率などを参考に、国民健康保険税の賦課方式や税率など
の見直しを予定しています。
将来にわたり、制度を安定的に維持していくために必要な改正となりますので、ご理解をお願いいたします。
なお、加入・喪失などの資格管理や国民健康保険税の賦課・徴収は引き続き町となりますので、不明な点は
町民課医療係までお問い合わせください。

平成30
（２０１8）年１月号
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有害ゴミの分別回収について
平成３０年４月から、水銀を含んだ廃棄物が新たに分別回収の対象となります。
対象となるのは「蛍光管」「電球」「乾電池」「ボタン電池」「小型二次電池」「水銀体温計」「水銀温度
計」「水銀血圧計」の８種類です。処理手数料は無料とすることで検討しています。
詳細については、平成３０年３月に発行予定の「ゴミ分別リサイクルガイド」でお知らせしますので、分別
にご協力くださいますようお願いいたします。

認知症の予防について
もの忘れが増えた、年齢を重ねるとともに記憶力が低下、意
欲が低下したなどの症状はありませんか。あるとすれば軽度認
知障害（ＭＣＩ）の可能性があります。介護認定者のうち約９
割が認知機能の低下があるとのデータもありますが、ＭＣＩは
早期発見・早期対策を行うことで改善することが可能です。
町では「あたまの元気度テスト」や「脳活」をはじめ、各地
区会館で「お楽しみ食事会」や運動教室「まる元」など認知症
の予防や健康づくりのための事業を実施していますので、ぜ
ひ、ご参加ください。

主 な 質問等
○ニセコバス黒松内線等の日祝運休に伴い、通勤が困難となるため、町で補填するバスを運行できないだろうか。
【回答】日曜日と祝日について、朝の通勤に利用できる便がなくなることから、スクールバスを活用し混乗を
実施します。平日については、既存のニセコバス路線や患者輸送バスの活用をお願いします。
○ハザードマップに、どちらへ逃げればよいのか、手段はどうするのか細かく示してほしい。また、実践に即
した「避難訓練」についても実施してほしい。
【回答】本町の地形の特性から、地域によって避難の方向や方法が変わってくるため、来年度以降開催する避
難訓練で地域の実情を取り入れながら計画してまいります。
○町内に近年増加している空家の処理についてお願いしたい。
【回答】平成２５年度から廃屋処理について進めており、活用できない空家については、解体費用の一部に町の
補助金を充てることが可能です。なお、建物の状態によっては、ご相談のうえ、町でリフォームし活用
することも検討します。
○樽岸から磯谷にかけて、農家の減少に伴い農地が原野化しているので、活用について検討してほしい。
【回答】農地として活用するか、また場所によっては観光としての活用も考えられるので、検討していきます。
○現在行われている、地区会館での運動教室などの実施回数を増やしてほしい。
【回答】地区会館を会場に、食事会終了後の健康講座「ゆる元体操」や、教育委員会での運動出前講座を実施
していますが、町内会などのご要望に応じ、保健師などを派遣し運動教室を実施することも可能です。
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みんなの診療所 No.123
新年、禁煙からはじめてみませんか？

診療委員会委員長
若松佑果 看護師

寿都診療所では、自分ひとりでは禁煙を続けられない方のために医師が治療の支援をする「禁煙治
療」を行っています。

診療では

対象者

①ニコチン依存症のチェック
②一酸化炭素濃度（たばこに含まれる有害物質）
の測定
③禁煙開始日を決定し「禁煙宣言書」にサイン
④薬をもらう

◆ニコチン依存症と診断された方
◆３５歳以上で「1日の喫煙本数×喫煙年数」の数値が
２００以上になる方
（３５歳未満の方は２００以下でも治療できます）

健康保険で禁煙治療ができます
自己負担額等
内

訳

費

用

診察料

8,000円

診療所 ニコチン管理料

9,600円

薬

処方箋料

3,400円

局 医薬品費

50,000円

合

計

「禁煙したい」と強く思う気持ちが大事です。
医師又は看護師までお気軽にご相談ください。

自己負担額
（３割負担）

6,300円

例）毎日タバコ１箱（約４６０円）吸う方の場合
２１，３００円÷４６０円≒４５日

15,000円

自己負担は約１カ月半のたばこ代です！

71,000円 約21,300円

禁煙治療スケジュール
初回診察

通院２回目

通院３回目

通院４回目

最終診察

START

２週間後

４週間後

８週間後

12 週間後

８日後から

禁煙スタート

GOAL!!

もし、うまく禁煙できなくても、
医師がアドバイスしますので、
受診にいらしてください！

町民のみなさんから寄せられた疑問にDr.がお答えする
「かかりやすい診療所」を目指して、町民から寄せられた素朴な疑問に医師がお答えします。

Q
A

診療所で、アレルギーの検査はできますか？
採血によるアレルギー検査（食物・動物・植物など）が可能です。結果が出るまでは１週間程度か
かります。ただし、
アレルギーの有無は、検査結果だけで判断できない場合があります。
まずは詳
しい症状を医師へご相談ください。

平成30
（２０１8）
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100
FAX 0136ー62ー2280

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
さわやか元気広場を開催しました
図書室では、テレビ・映画
になった原作本、ほろっと泣
ける恋愛小説、人情ものの
図書室からの 時代小説、手編み小物や一
度作ってみたくなる簡単な
お知らせ
料理の本など、毎月２０冊
ほどの新刊を取り揃えております。
新年は１月６日（土）から開館となりますの
で、たくさんのご利用をお待ちしております。

１２月１０日、総合体育館で「さわやか元気広
場」を開催しました。
２８名の方が参加し、個人で競う「玉入れ」や、
的を狙ってボールを打つ「ミニゴルフ」、北翔大学生
と対戦する「卓球」など６種類のゲームにチャレンジ
し、楽しみながら身体を動かす機会となりました。
２月には子どもから高齢者まで楽しめる運動会を開
催しますので、皆さまの参加をお待ちしております。

スキー場オープン予定日のおしらせ
小中高キャリア教育
合同発表会を開催しました

今年度のスキー場オープン日は以下のとおりとな
ります。
なお、積雪状況などにより、変更となる場合があり
ますが、その際は防災行政無線でご連絡いたします。
多くの皆さんのご利用をお待ちしております。
なお、オープン日は無料となります。

１２月１５日、総合文化センター大ホールで「小
中高キャリア教育合同発表会」を昨年に引き続き開
催しました。
各学校の代表の児童・生徒が総合的な学習や宿泊
研修、インターンシップなどで体験した感想や町の
魅力などを発表しました。
また、各学校の活動報告後、１０月３１日に札幌
市で開催された「ふるさとキャリアサミット」で児
童・生徒が発表した、町の水産業と特産品や８月１
日に行った「ふるさとアンテナショップ体験」など
についてそれぞれの取り組みを披露しました。

□オープン予定日
平成３０年１月６日（土）
□開場時間
・土、日、祝日
午前９時００分～午後９時３０分
・平日
午後２時００分～午後９時３０分
＜料

金＞

ロープトウ
回数券（１１回）
３ 時 間 券
５ 時 間 券
全
日
券
シ ー ズ ン 券
教室券・団体券
スキーハンガー
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（円）

大 人

高校生

小・中学生

470
380
240
470
380
240
580
470
340
930
750
580
5,800
4,600
3,900
240
200
150
１シーズン 780
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まちの
出来事＆
お知らせ

寿都高校が国税庁長官賞
白瀬優哉さん（寿都高校）が札幌国税局長賞 受賞

国税庁では、租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理
解を深めるため、各種広報活動を行っています。
租税教育の推進に尽力され国民の納税の義務について正しい
知識の普及に多大な貢献をされたことが評価され、寿都高校が
「国税庁長官賞」を受賞されました。
また、高校生が税を題材にした作文を書くことで、税に対す
る関心を深めることを目的とした税の作文コンクールにおい
て、白瀬優哉さん（寿都高校３年生）が「札幌国税局長賞」を
受賞されました。おめでとうございます。

澤田校長（寿都高校）

白瀬さん

小学生人権ポスターコンテスト八雲地区大会 各小学校児童入賞
函館地方法務局と函館人権擁護委員連合会では、毎年小学生を対象に、人権について考え、豊かな人権感覚
を身につけることを目的に人権ポスターコンテストを開催しています。
このたび潮路小学校及び寿都小学校から次の皆さんが入賞されました。受賞おめでとうございます。
□入賞者
奨励賞

後藤 寿羅さん（潮路小６年）
中野 将吾さん（寿都小６年）
後藤 雷矢さん（潮路小５年）
西村 玲緒さん（寿都小５年）
蝦名由芽子さん（寿都小５年）
渡辺 美優さん（寿都小５年）

１月５日に燃やせるごみの臨時収集を行います
１２月３０日（土）から１月７日（日）まで、８日間の長期に渡ってごみ収集が休みとなるため、１月５日
（金）は全町を対象に「燃やせるごみ」の臨時収集を行います。
ごみの量や天候などにより、収集予定時刻が前後する場合がありますので、ごみは当日の朝にゴミステー
ションへ出してください。
なお、当日は清掃センターへの直接搬入は受付けておりませんので、直接搬入される方は１月８日（月）以
降にご利用ください。

【ごみ収集予定表】

12/28（木）

12/29（金）

12/30（土） 12/31（日）
休み

通常どおり収集

1 / 1（月）

1 / 2（火）

1 / 3（水）

1 / 5（金）

1 / 4（木）
＜

休み

臨時収集

1 / 6（土）

＞

◇収集地区
全町
◇収集ごみ
燃やせるごみ
◇収集予定時間
・午前：樽岸～磯谷
渡島・新栄・六条
・午後：政泊・矢追・大磯
開進・岩崎

【町民課衛生係
平成30
（２０１8）年1月号
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1 / 7（日）

休み

電話０１３６－６２－２５２３】

まちの
出来事＆
お知らせ

成人おめでとうございます

中塚奈々美
中野 幹樹
中村 海斗
中村 京一
西 のぞみ
野澤 康喜
花田 そら
松永 典之
三浦なるみ
三浦 理々
茂泉 慎吾
森林 幹太
山田
遼

五十音順・敬称略

№５８

平成三十年一月七日（日）に総合
文化センターで寿都町成人式が開催
されます。
今年度、成人を迎えられる方々を
ご紹介します。

石塚 理愛
岩谷 真奈
遠藤 奈美
大塚 朋美
大山ひかり
笠井 里菜
神垣光次郎
加茂部秀隆
木下 涼太
木村 継夢
小番 理加
後藤 聖馬
齊藤 愛理
齊藤 華歩
佐々木健二
佐藤 春菜
塩田 幸男
下田 翔馬
白戸 翔野
武田 悠斗
田中 幸希
仲井 哲雅

温泉・道の駅通信

さて、新年は大きなまゆ玉飾りで皆さまをお迎えして
います。道の駅みなとま〜れ寿都では一昨年、昨年に続

皆さん、あけましておめでとうございます。寿都温泉ゆ

き大きな「津軽凧絵」の展示もしています。クリスマスに

べつのゆは元日から、道の駅みなとま〜れ寿都は２日

負けない賑やかさを目指して飾りつけをしていますの

（火）から新年の営業をスタートしています。今年もどう

で、ぜひ、お越しください。

ぞよろしくお願いいたします。
１２月は寿都温泉ゆべつのゆ・道の駅みなとま〜れ寿
都ともにイベントがあり、足元の悪い中どちらも多くの

イベントスケジュール・お知らせ

方々にお越しいただきました。
寿都温泉ゆべつのゆでは１２日に、毎年恒例の「無料

●高校生以下無料キャンペーンのお知らせ

開放デイ」を開催しました。すっかり町民の皆さまには定

寿都温泉ゆべつのゆでは、１月１日（月）から
３１日（水）までの期間、高校生以下入浴無料
キャンペーンを実施します。
この機会にぜひ、ご家族お揃いで寿都温泉ゆべ
つのゆをご利用ください。

着していることもあり、この日も家族連れなどで大変盛
況となりました。
道の駅みなとま〜れ寿都では、
２３日に「くりすますっ
つふぇすてぃばる２０１７」を開催しました。町内のイベン
トでお馴染み「ハッピーマム」、
「寿都中学校器楽部」、
「Ｇ
ＡＮ−Ｚ
（ガンゼ）」の皆さんによる音楽コンサートのほ

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」

か、文化センター図書室読み聞かせグループによるエプ

住
所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電
話 ：０１３６−６２−２５５０
Ｅ−Ｍａ
ｉ
ｌ： eki@suttufan.com
開館時間 ：９
：
００〜１７
：
００
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://suttufan.com/

ロ ン シ ア タ ー や 、マ ジック
ショーが行われ、今年も盛りだ
くさんの内容で、集まった皆さ
んからの拍手と笑顔が絶えな
い１日でした。また、
このイベン
トに合わせ、
１１月から設置し

寿都温泉ゆべつのゆ

ていた大きなツリーは、当日行

住
所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２−１
電
話 ：０１３６−６４−５２１１
開館時間 ： 1０
：
３０〜２１
：3０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://yubetsunoyu.com/

われたフォトロケ ーションの
バックに使われ、集まった子ど
もたちの記念の１枚に収まりま
した。
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戸籍の窓口

ご寄附ありがとうございました

人 口 3,059人（＋ 3 ）世帯数 1,729世帯（＋ 12 ）
男 1,490人（－ 7 ） 女 1,569人 （＋ 10 ）

中島

昇 様（東京都）
寿都町字磯谷町横澗1708番246の山林
他１筆 ２，
０００㎡

（平成29年 11 月末現在住民基本台帳）

～ごめいふくを お祈りします～
大 磯 町 伊藤 秀壽さん（11/30）71歳
大 磯 町 土井 スエさん（12/ 8 ）82歳

寿都町漁業協同組合（大磯町）
代表理事組合長 小西 正之 様
寿都町字渡島町19番1の宅地 ３３９．
６㎡

ご注意ください!! 水道の凍結
気温がマイナス４度を下回ると水道管が凍結する
恐れがあります。
本管から分岐した宅内給水管（水道メーターを除
く）は個人の財産です。
解凍や凍結による破損修理にかかる費用は、個人
負担となりますので、夜間や長期間水道を使用しな
い場合は、必ず水落としをしましょう。
また、破損修理については、町指定給水装置工事
事業者へ直接連絡をしてください。
【施設課水道係

町指定給水装置工事事業者
㈱石澤組
佐々木配管
寿都石油㈱
田中水道設備
㈱千葉建設
㈲平野鉄工
㈲山ヨ斉藤商店

６２－２０８４
６２－３４３９
６４－５３２４
６２－３３６８
６４－５４０２
６２－２１２４
６２－２０６７

６２－２６０１】

新成人の皆さんへ ２０歳になったら国民年金
国民年金は、老後やいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
具体的には老後の老齢年金のほか、病気やケガで障害が残ったときの障害年金、家族の働き手がなくなった
ときに年金を受け取ることができる遺族年金もあります。万が一の時に後悔しないためにも、国民年金の加入
の手続きをし、日頃からきちんと保険料を納めましょう。
また、収入が少なく、納付が困難な方は、保険料が免除される制度や、学生・生徒の方は、在学中の保険料
が猶予される学生納付特例制度がありますので、ご相談ください。
【町民課住民係 ６２－２５２３】

ふる里文芸

典子

歌

発表会這い這いの子も参加して
リズムに合わせ踊る姿よ 石橋

妙子

短

更新の免許を手にし嬉しさと
引きしむ心無事故を誓う 志田

昭風

か

漁火の水平線に二つ三つ
烏賊売りのこゑ聴こえ来るかも 中村

セツ

綿雪をふんわり被むり七かまど
今年も多彩に映えて美くし 小西めぐみ

句

一年を振り返り見て我が暮らし
平凡なれど何故か幸せ 亀谷

俳

典子

節子

石橋

妙子

林原

嬰の声響き色増す紅葉かな

志田

昭風

十二月短冊窓に飾りけり

冬至まで見て触って南瓜かな

中村

セツ

おろ

亀谷

紀子

一湾の青白き波冬のこゑ

どか雪や朝の目覚めに影落し

遠藤

長らえて今日の良き日を拝かみぬ 小西めぐみ

冬ざれて錠剤押す手もどかしく

◆平成３０年１月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課
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